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土砂災害・水害における消防活動
－趣旨説明－
消防研究センター

河関大祐

近年、紀伊半島大水害(2011 年)、伊豆大島土砂災害(2013 年）、広島市土砂災害(2014 年)、関
東・東北豪雨(2015 年)、熊本地震土砂災害(2016 年)など、大規模な土砂災害や水害が頻発してお
り、今後、気候変動の影響により、土砂災害や水害の危険性はますます高まると予測されている。
土砂災害や水害での救助活動においては、二次災害の危険性が高く、任務に当たる消防隊員や
消防団員の死亡事故に直結しかねない危険な状況であることが少なくない。
土砂災害の場合、見えない地下の地層の強度低下や地下水の動きによって発生する場合は十分
な精度をもって予測することが現在の技術レベルでは困難である。また、人命への危険性は極め
て高くわずか数 m の崩落でも人命が失われる。水害の場合、影響が広域に及ぶため、避難誘導、
救助、水防工法等の二次災害の危険性を伴う用務を広範囲に長期間実施する必要がある。
本講演会では、土砂災害の基礎知識及び土砂災害時における消防活動上の課題、最初の土石流
や崩壊の後どのくらいの時間何に対して警戒すべきかの考え方、平成 28 年熊本地震における緊
急消防援助隊大阪府大隊の南阿蘇土砂災害対応、平成 27 年 9 月関東豪雨における茨城西南地方
広域市町村圏事務組合消防本部の常総市水害対応、住民自らの安全確保に重要な役割である住民
向けの水害時防災広報の内容と効果等に関するアンケート調査結果、消防研究センターにおける
津波災害や土砂災害、水害等の自然災害に対応する消防用資機材の研究開発を通じて得られた今
後の救助資機材開発のノウハウ等について情報を提供し討論を行う。
今回の講演によって、土砂災害や水害における消防・救助活動に関するノウハウを共有し、安
全確保向上に寄与できれば幸である。
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【第 20 回消防防災研究講演会】

土砂災害時における消防活動上の課題
-土砂災害の基礎知識を踏まえて消防研究センター

土志田正二

1. はじめに -土砂災害による被害国土の 7 割を山岳地帯が占める日本において、土砂災害は最も身近な自然災害の一つである。
また土砂災害は、地震・豪雨・火山活動などの自然現象や、人工的な道路・住宅地の開発など様々
な誘因により発生するため、その発生頻度も高い。国土交通省の統計（図 1）によると、土砂災
害発生件数は最近 10 年（平成 17 年～平成 26 年）で、年平均 1,049 件発生している[1]。人的被害、
家屋被害数は各年において大きな差があるが、2011 年 3 月東日本大震災、2011 年 9 月台風 12 号
豪雨災害（紀伊半島豪雨災害）、2013 年台風 26 号豪雨災害（伊豆大島豪雨災害）、2014 年 8 月広
島豪雨災害、
2016 年 4 月熊本地震など、生活圏に隣接した場所において土砂災害が発生した場合、
甚大な被害が及ぼされる。また土砂災害発生件数は年 1,000 件以上と非常に多いが、日本全国で
発生しているため、実際の消防・救助活動を考えた場合、一人の消防職団員が救助活動現場を経
験する回数は多いものではない。そのため、土砂災害時における消防・救助活動は経験の蓄積が
難しく、各地域で土砂災害が発生する度にほぼ初めての経験となってしまう場合が多い。土砂災
害による被害は、人の生命活動に直結する場合が多いため一早い救助活動が求められるが、二次
災害の危険性も高く、現場で活動する隊員の安全確保も重要である。以上のことから、ここでは
土砂災害の基礎知識を紹介し、土砂災害時における消防活動上の課題についての言及を行う。

図 1 近年の土砂災害発生件数（平成 17 年～27 年）
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2. 土砂災害の基礎
2.1 土砂災害の種類
土砂災害は、大きく分けて 3 種類に分けることができる（土砂災害防止法による 3 分類[2]）。
「急
傾斜地の崩壊」「地すべり（地滑り）
」「土石流」である（図 2）。

図 2 土砂災害防止法による土砂災害 3 分類

[2]

「急傾斜地の崩壊」は、傾斜度が 30°以上である土地が崩壊する自然現象とされており、がけ
崩れや落石などの現象はこれに分類される。「地すべり（地滑り）」は、土地の一部が地下水等に
起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象であり、
「急傾斜地の崩壊」と比べて規
模が大きいものが多く、地層面や断層などの地下構造による影響を強く受けるため、緩やかな斜
面（傾斜度 30°以下）でも発生する場合が多い。
「土石流」は山腹が崩壊して生じた土石等又は渓
流の土石等が一体となって流下する現象であり、
「急傾斜地の崩壊」
「地すべり（地滑り）」が豪雨
や河川などの大量の水と合流することで発生する場合が多い。
また、これら 3 種類の土砂災害の他、「火山噴火に起因する土石流」
「天然ダムに起因する土石
流及び湛水」が大規模な土砂災害被害の発生の危険性が高いと考えられているほか、直接的な人
的被害は少なくても、主要幹線道路の不通やライフラインの切断などの人間生活に大きな影響を
与える「液状化」などが代表的な土砂災害である。特に「天然ダムに起因する土石流及び湛水」
は、土砂災害発生から時間が遅れて発生する可能性が高いこと、河川の上流等の目視が難しい場
所で発生することが多いことなど二次災害の危険性が極めて高く、災害直後に消防・救助活動を
行う場合において最も注意すべき現象の 1 つである。
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2.2 土砂災害危険区域
上記の土砂災害防止法による 3 分類では、「土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）」
、
「土
砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）」が制定されている地域も多い（図 2）。
「土砂災害警
戒区域（イエローゾーン）
」は土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じる
おそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる“避難による
安全確保（ソフト対策）”が求められる地域である。
「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
」は
土砂災害が発生した場合に、建造物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるお
それがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われ
るといった”ハード対策による安全確保”が求められる地域である。この「土砂災害警戒区域」、
「土
砂災害特別警戒区域」の他、各自治体によって「急傾斜地崩壊等防止区域」、「土石流危険渓流」、
「地すべり等防止区域」などの土砂災害危険区域が制定されている場所も多い。ただこれらの危
険区域の制定は、まだ調査が行われていない地域もある。また現地の地形・地質・地下構造など
は目に見えないものも多く、十分な調査を行うことも難しいため、想定外の場所で発生する場合
も多い。
2.3 土砂災害の基礎知識
土砂災害が発生する原因は大きく分けて以下の 2 種類である。
① 力のバランスが崩れる
：強い雨が降る・地下水が動く（浮力、水の流れる力、水圧）、地震（慣性力）、工事（振
動、載荷、除荷）など
② 土が強さを失う
：水が入る、乾燥する、特別な構造が壊れる、風化など
土砂災害の多くはどちらか一方が原因ではなく、両方が原因となる場合が多い。特に地下水な
どの水の作用が強い影響を与えることが知られている。
また注意すべき地形・地質等の要因としては、以下が代表的である。その種類と原因は以下の
通りである。
① 地質
ローム、シラス：一度構造が乱れると弱い。
粘土：ゆっくりと動く。
泥岩・凝灰岩：乾燥と湿潤を繰り返すと急激に壊れる。
花崗岩：風化すると堅い岩石が粒度の粗い砂（マサ土）となる。
② 地形
地すべり地形：過去に地すべりが一度起きた地形。地下水の影響を受け易く、滑りやすい。
扇状地：繰り返し発生した土石流の歴史を示す地形。流路は土石流のたびに変化する。
③ その他
地下水：動くのに時間がかかるため、初めの災害から遅れて発生する現象の要因となる。
注意すべき地形・地質は他にも様々存在するが、基本は以上の通りである。対象地域を限定し
て考える場合には、その地域で過去に発生した土砂災害に注目し、その地質・地形・水の動きに
注目することが重要である。
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2.4 過去に発生した土砂災害の二次災害事例
消防・救助活動において土砂災害時に最も考慮しなければならないことの 1 つは、二次災害の
危険性である。また豪雨災害の場合、雨が止み小康状態となった際に遅れて発生する土砂災害に
も注意が必要である。表 1 に二次災害の事例及び土砂災害が遅れて発生した事例を示す。この他
にも二次災害が発生したが人的被害が無かったため記録されていないものや、短期間に続けて発
生したため、その後の調査では一次崩壊との区別がつかなかったものも多数存在すると思われる。
二次災害による被害が最も大きかったのは 1972 年高知県土佐山田町繁藤で発生した災害で
あり、この事例を紹介する[3]。1972 年 7 月 5 日 6：45 頃に発生した崖崩れによる行方不明者救助
活動中の消防職団員等 60 名が 10：55 頃に発生した大規模な崩壊（地すべり）に巻き込まれた（図
3）。最初の行方不明者が出た 6：45 から、大規模な崩壊が発生する 10：55 まで約 4 時間経過して
いることから、現在の消防・救助活動においても実際に活動している可能性が高い時間帯である。
この災害を防ぐためには、大規模な崩壊・地すべりをあらかじめ予測し、上方斜面に対する監視
員を置くなどの対策をとり、度重なる崖崩れを大規模な山崩れの前兆として認識する必要があっ
た。繁藤災害後の 1976 年の兵庫県一宮町の事例では、監視員による目視により崩壊上方山腹に亀
裂を発見し撤退することで二次被害を防いでいる。ただ崩壊の上方が十分に確認することが難し
い場合（植生の影響、山の地形形状、夜間など）などもあり、早期の体制構築と監視機器の活用
などの対策を考える必要がある。

図 3 1972 年繁藤災害の崩壊履歴
3.

[3]

消防・救助活動上の課題
土砂災害時における消防・救助活動を考える上で、土砂災害発生前、発生直後・発生後、それ

ぞれの段階において課題が存在する。ここではそれぞれの段階における課題について、現状では
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6：50 に発生した崩壊で６名生き埋め（うち３名救出）。その後作業中に上方山腹に亀裂を発見

地すべり

17 日 5：46 に発生した兵庫県南部地震の後 18 日深夜から 19 日にかけて地すべりとなり 50〜

た発生したがけ崩れに巻き込まれた（３名死亡 12 名負傷）
。

3：15 頃に発生したがけ崩れの行方不明者３名の捜索救助活動中の消防隊員が 4：20 頃発生し
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広島市安佐南区長束

西４

2014 年８月

20 日

？

東６

20 日

降雨

土石流

広島市安佐北区可部

2014 年８月

降雨

崩壊

15 日

降雨

洪水（土
道路脇の

宮城県白石市小原

降雨

2007 年７月

長野県岡谷市湊地区

2006 年７月

？

？

石流？）

集地区

20 日

降雨

地震

19 日

熊本県水俣市宝内川

縁

東京都神津島集落東

2003 年７月

2000 年７月

命神社裏山

崩壊

崩壊

土石流

地すべり

土石流

土石流

崩壊

崩壊

降雨が停止して約２時間後に斜面が崩壊（近隣の崩壊が通報されたのは３時間半前）。

続の土石流に巻き込まれて死亡。

４時頃に土石流発生による救助要請があり５時頃に救助活動中の消防隊員及び住民１名が後

傷）。地すべりから脱出して民家にたどり着いたのは 18：27。

団員３名が確認に向かったところ、大規模に滑動を始めた地すべりと共に数百ｍ流された（無

地すべり活動が認識されている中、降雨により道路脇崩壊発生の連絡を 17：15 頃受けた消防

出水に対応中の消防団員が土石流に巻き込まれて死亡。

水防活動中の消防団員３名が 4：20 頃発生した土石流に巻き込まれ死亡。

続雨量 285mm の降雨によるものと見られる。

７月１日の震度６弱の地震時には崩壊していなかったが９日には崩壊していた。７〜８日の連

いた。７〜８日の連続雨量 285mm の降雨によるものと見られる。

の昼頃、泥流状の土砂が流出して来て線路を超えて国道まで到達した。

地震

７月１日に震度６弱の地震があり、斜面の一部が崩壊していたが、９日には大規模に拡大して

東京都神津島物忌奈

2000 年７月

崩壊（？） ？（泥流）

亀裂

崩壊

地震の 10 日後に降雨により石垣が崩壊した。

９日

地震

地震

崩壊

崩壊

10 月６日 13：30 に発生した鳥取県西部地震時にＪＲの線路の一部に土砂が堆積した。２日後

兵庫県津名町高滝

1995 年１月

鳥取県日野町貝原

248

1日

降雨

亀裂

2000 年 10 月

川崎市高津区蟹ヶ谷

1989 年８月

地震

60ｍ移動した。

市旭ケ丘２

22 日

崩壊

地すべり

18〜19 日

仙台市南黒松、仙台

1978 年６月

14 日

亀裂

土石流

生した大規模な崩壊に巻き込まれる。

6：45 頃に発生した崖崩れによる行方不明者救助活動中の消防職団員等 60 名が 10：55 頃に発

→撤退。９時頃大規模に崩壊（二次的な被害は無し）。

地震

降雨

した現象
地すべり

地震の２日後に水道の漏水が緩んだ地盤に浸透して斜面が崩壊した。

兵庫県一宮町福知

1976 年９月

仙台市北根一念坊

藤

５日

象
崩壊

の誘因

降雨

続いて発生

1978 年６月

高知県土佐山田町繁

1972 年７月

初めの現

初めの災害

13 日

場所

年月日

表 1 二次災害の事例及び土砂災害が遅れて発生した事例
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どのような研究が行われており、どのような課題が残っているかについて整理する。
3.1 事前の対応 - 土砂災害危険地域の把握
土砂災害は日本全国どこでも均等に発生するわけではなく、土砂災害の起こりやすい地域（内
的要因：地形・地質）や、起こりやすい条件（外的誘因：地震・雨・火山活動）が存在する。特
に、土砂災害は過去の災害履歴が重要であり、過去発生した土砂災害と同様、もしくは似た土砂
災害がその周辺で発生することが非常に多い。
3.1.1 内的要因（地形・地質）から考察する土砂災害発生地域
図 4 は土砂災害防止法の 3 種類の中の 2 種類「斜面崩壊（急傾斜地の崩壊）」
「地すべり（地滑
り）

[4]

」、及び人間生活に強い影響を与える「液状化」を合わせた 3 種類の土砂災害を、地形・

地質を考慮してその発生危険度を評価したものである。これらの土砂災害発生危険度評価は、消
防研究センターの広域版被害想定 Web システム[5]内の一レイヤとしても活用している。ただし、
このシステムでは土砂災害防止法の 3 種類のうち「土石流」の危険度評価を作成していない。そ
れは、土石流は降水量や河川の水量などの時間経過による変化が大きい誘因を考慮する必要があ
り、現在のシステムでは危険度評価が困難なためである。斜面崩壊の発生危険度評価は 250m メ
ッシュ内の 30°以上の斜面の占める割合、地すべりの発生危険度評価は 1km 平方メートル内の地
すべり地形[6]の占める割合、液状化の危険度評価は表層地質データを用いた経験則[7]を用いて評
価している。ここで表している危険度評価は、対象の土砂災害がその地域で発生する可能性を相
対的に示したものであり、人的被害の大きさや災害発生条件（地震・雨・火山活動）を考慮した
ものではない。また、本データは 250m メッシュデータとして作成しているため、個々の斜面や
谷の危険度評価を行うためには不十分であり、より詳細な危険度評価を行うためには、現地にお
ける詳細な地形・地質データが必要となる。またこの危険度評価手法では、降水量等の外的誘因
データが無いため「いつ」発生するかという発生時間を言及することはできない。ただ地域によ
って発生しやすい土砂災害を想定することは、土砂災害に対する事前対策を行うためには重要で
ある。例えば、大雨時の巡視警戒において、危険度の高い領域に入る際には特別の態勢、装備を
持つなどの活用方法が考えられる。
3.1.2 外的誘因（地震・降雨・火山活動）から考察する土砂災害発生地域・時間
近年、大雨による土砂災害の危険性が高くなった際には、
「土砂災害警戒情報」
・
「土砂災害警戒
判定メッシュ情報」が発令されるようになった。
「土砂災害警戒情報」は大雨警報（土砂災害）が
発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告等
の判断を支援するよう、また住民の自主避難の参考となるよう、対象となる市町村を特定して警
戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表するものである[8]。また対象市町村内で
土砂災害発生の危険度が高まっている領域は「土砂災害判定メッシュ情報」として公開されてい
る（図 5）。土砂災害警戒判定メッシュ情報は、5km 四方の領域（メッシュ）ごとに、土砂災害の
起こりやすさをもとに定めた基準に土壌雨量指数等が達したかを判定した情報で、危険度の高ま
りを 5 段階で表示しており、避難にかかる時間を考慮して危険度の判定には 2 時間先までの土壌
雨量指数等の予想を用いている。このように降雨の場合には、災害発生前にどの地域がどの時間
で土砂災害発生の危険があるかという情報が発信されるようになった。地震については、いつ地
震が発生するかを予測することが難しいため、同様に土砂災害もいつ・どこで発生するかの予測
は困難である。ただ経験的には震度 5 強以上の揺れで土砂災害が発生し始め、震度 6 弱で爆発的
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図 4 土砂災害「斜面崩壊(急傾斜地の崩壊)」「地すべり(地滑り)」「液状化」の発生危険度評価

[4][5][6]
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に増えるなどと言われている。2016 年熊本地震においても、震度 6 弱以上の地域でほぼ全ての土
砂災害は発生していた[9]。ただしその頻度や規模は、地形・地質によって大きく異なる。
また火山活動に起因する土砂災害については、実際に噴火が想定されている火山においては、
事前に「火山噴火に起因する土石流」や火砕流などの被害想定範囲などをハザードマップとして
作成している地域も多く、
（火山噴火予測の精度次第では）精度の高い事前対策を行うことができ
る。ただし、火山活動と連動して起こる地震動や降雨状況を考慮しているものは少ない。

図 5 土砂災害警戒情報・土砂災害警戒判定メッシュ情報の発表例

[8]

3.2 発災直後・発生後の対応 - 災害発生状況の把握・安全確保・要救助者の探索
全ての自然災害に当てはまるが、土砂災害の場合においても災害初動期においては災害の全容
把握が最も重要である。また消防において特に求められる情報としては、①安全で障害が少ない
ルート、②二次災害の危険箇所とその影響範囲及び対策、③生存要救助者のいる確率の高い場所、
④要救助者発見に必要な資機材、などが挙げられる。近年の観測技術の発展のおかげで、土砂災
害全容の把握のためには、多くの人員と時間が必要な現地踏査・現地測量だけではなく、無人飛
行機（ドローン）、有人飛行機、観測衛星など様々な空間情報データの取得・利用が可能となって
きた（図 6、図 7）。消防において特に求められる上記の情報においても、撮影された空撮情報等
の空間情報データを解析することで、ある程度は取得することができると想定される。しかし災
害直後の救助活動時においては、データの処理方法の難しさや時間的制約などから空撮情報の利
活用が困難である場合が多い。今後の研究課題として上記の解析処理の単純化・高速化を筆頭に、
消防機関が土砂災害への対応計画を策定する際に参照とするガイドラインの作成が求められる。
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図 6 空間情報を利用して消防で特に求められる情報

図 7 無人航空機の空撮画像を用いた土砂災害前後の比較
（2016 年熊本地震長陽の丘崩壊）
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4. おわりに
土砂災害は日本全国どこででも発生する災害ではあるが、その発生頻度や種類は地域によって
異なる。地域の防災計画を考える際には、過去その地域及び周辺地域で発生した土砂災害を知る
ことが最初のアプローチとして重要である。
近年の科学技術の発展により、消防・救助活動において多くの情報が活用できるようになって
きた。土砂災害においても無人航空機を用いた空撮情報を筆頭に様々な空間情報データを得られ
るようになってきたが、実際に災害直後に運用するためには、解析処理方法や解析速度など様々
な問題点が存在する。災害直後でも利活用できるように、解析処理の単純化・高速化について研
究・開発を進める必要がある。
土砂災害現場に最も早く到着し救助活動を行う消防職団員は、安全管理・作業の効率化を図る
ためにも土砂災害に対する知識の蓄積は必要不可欠である。ただ、一人の消防職団員が土砂災害
の救助活動現場を経験する回数は決して多いものではない。そこで過去の土砂災害時における消
防活動の履歴を蓄積し、教訓を整理し、必要な際に必要な情報を発信することが求められる。消
防研究センターでは、これらの課題に取り組んでいきたい。
参考文献
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[http://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/h27dosha/h27dosha.html] （参照日 2016 年 8 月 16 日）
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【第 20 回消防防災研究講演会】

土砂災害現場における二次災害防止
消防研究センター

新井場公徳、土志田正二

1 はじめに
2014 年 8 月 20 日、広島市安佐北区可部東六丁目において、豪雨により土石流が発生した沢で
活動中の消防職員が再び発生した土石流に巻き込まれて、救助しようとした住民一名と共に亡く
なった。土砂災害の中には、繰り返し発生したり、降雨停止や地震の後しばらくして発生する現
象があることは知られている。では、初めの土石流や崩壊の後、どのくらいの時間、何に対して
警戒すべきであろうか。本稿では、その考え方について考察する。
筆者等はこれまで、土砂災害後の捜索・救助活動の安全性を管理するため、土砂災害の特性に
応じた活動のあり方に関する考察

1)、消防活動の時間スケールに即した危険度監視技術の開発 2)

などを行ってきた。また、消防庁参事官室では、救助技術の高度化等検討会において、土砂災害
の特徴を踏まえたうえで、土砂災害の現場における活動要領を整理し、その中には安全管理に関
する事項も含まれている

3)。しかしながら、見えない地下の地層の強度低下や地下水の動きによ

って発生する土砂災害は十分な精度をもって予測することが現在の技術レベルでは困難であり、
二次災害防止の方法について万能な「マニュアル」を作成することができない。どのような条件
で二次災害が起きやすいか、直前又は発生の瞬間を覚知するためにどのような現象に着目するの
か、という考え方をもって、その現場毎・時点毎に判断するしかないことをお断りしておく。
2 土砂災害現場における二次災害事例及び二次災害が防がれた事例
2.1. 2014 年 8 月 20 日広島市安佐北区可部東六丁目における二次災害事例
図 1 に災害の発生地点の概要を示す。右上の図中央を上から下へやや右下がりに流れているの
が土石流が発生した沢で、図の下部の道路と交わる地点で災害が発生した。災害の状況は広島市
消防局によれば次の通りである。3 名で道路を徒歩で登ってきた隊が土石流の堆積物に到達し、
対岸に要救助者 6 名を認め、副隊長が堆積物に登って子どもを抱きかかえ元に戻ろうとしたとこ
ろ、続いて襲来した土石流に巻き込まれた。このとき雨は降っていたこと、遅れて発生した土石
流は。
「溢れるように」前の土石流の堆積物を超えてきたこと、二次災害の前後で堆積物の高さは
それほど変化していないこと、副隊長のヘルメットは見える状況であったことが目撃者及び隊長
から聞き取られている。
図 1 左下の写真には、右下に植物の根系が見えており、その上に白色の石礫を主体とする堆積
物、その上に褐色の泥質な堆積物が存在する。前述の聞き取り内容から伺われる土砂の流動や堆
積の性質及びこの堆積状況から、当初発生した土石流が白色の石礫を主体とするものであり、遅
れて発生した土石流は泥質なものであったと考えられる。この泥質な土石流は現場より上流でも
沢の幅一杯に流動していた様子が観察された。
図 1 右に 10 分間雨量（現場から約 2.5km 北東の「三入東」）、この現場からの 119 番通報及
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び二次災害発生時刻(推定値)を示す。初めの土石流から 1 時間程度あったものと推定される。

図1

2014 年 8 月 20 日広島市安佐北区可部東六丁目における災害の発生状況

図2

2015 年 6 月 15 日に UAV で計測した地形及び地表の状況

図 2 は災害発生から約 10 ヶ月後に行った無人航空機を用いた地形計測の結果を示したもので
ある。谷の中流の矢印先は傾斜変換点（これより下が緩傾斜）で、岩石質の崩落跡が残されてい
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る。同じ標高で東側でも崩壊しており、地形又は地質構造的に崩壊しやすい条件にあるとみられ
る。この部分が 1 回目の土石流の起源と考えられる。谷の最上流は二股に分かれて崩壊が発生し
ており、いずれも泥質な地層が露出している。この崩壊跡のすぐ上は城跡で人工改変を受けた平
坦地になっている。2 回目の土石流はこれらの崩壊を起源としていると見られる。これらの結果
から考えて、当初の土石流は渓流水の増水又はごく表層の地下水により起こされ、遅れて発生し
た方は、平坦地で深くまで降水が浸透して谷に流出した地下水によることが考えられる 4）。
2.2. 1972 年 7 月 5 日高知県土佐山田町繁藤の災害 5）
豪雨にともなう大規模な山崩れにより住民及び消防団員 60 名が亡くなった、土砂災害による
二次災害としては規模が最大の事例である。土佐山田町の記録によれば、概要は次の通りである。
図 3 に 1.5km 離れた地点における時間雨量を示す。
06：00

小規模な崩壊が発生して住宅１軒に土砂が流入。消防団が召集される。

06：45

高さ、幅とも 12〜3m の崩壊が発
生し、家屋一軒を半壊し、避難誘
導中の消防団員 1 名が生き埋め。

06：48

雨が激しく降る中、3 回目の崩壊。

07：30

強い雨が続き作業を中断していた
が、作業再開。監視員 3 名を配置。

09：15

雨が小康状態との連絡。

10：00 頃 ショベルカー作業開始。
10：15

生埋めの団員の着衣が見えかけ。

10：54

崩土が流れ出してきたので現場か

図 3 繁藤災害の時間雨量

ら数十 m 退避。現場東側で高さ 10m、幅 25m 位の崩壊が発生、家屋 2 棟に被害。
10：55

待機中に幅約 140m、斜面長 150m、比高 80m、平均深さ約 10m の崩壊が発生し、消
防団員、住民 60 名が死亡。

この地すべりは変成作用を受けた砂岩・泥岩の互層（一部チャート）中に発生しており、崩壊
面には断層破砕帯が見られ、湧水が多かったとの観察結果が報告されている 6）。
2.3. 1976 年 9 月 13 日兵庫県一宮町福知の災害 7）
当初発生した土石流に 6 名の住民が巻き込まれ、3 名はすぐに救出され、さらに 3 名を捜索中
に斜面の大規模な崩壊の兆候が見つかり、救助作業者及び近隣小学校への避難者が退避し、二次
災害を免れた事例である。この時系列は文献７）によって概略次の通りである。
06：50

土石流で住民 6 名被災｡その後 8 時まで 2 回程度土石流発生。

07：30 頃 消防団の活動がはじまり 3 名が救出される。
08：00 前 対岸の山に登った団員が救助活動現場の上部に亀裂を発見。
09：10

救出活動打ち切り・撤退。周辺住民にも避難の呼びかけ。
対岸監視所「規模が大きい」→小学校避難中の 700 名が再避難

09：00 過ぎ

中腹から崩れはじめる

09：30 頃 大規模な山崩れ（約 80 万 m3）が発生（人的被害無し）
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人員を割いて対岸の山に登り全体を把握したことにより二次災害を防ぎ得た事例である。
2.4. 1997 年 8 月 25 日北海道島牧村（第二白糸トンネル）の災害 8）
25 日 14：30 頃、第二白糸トンネルの入り口附近で岩盤崩落が発生した。車両が巻き込まれた
可能性があると見て捜索救助活動が実施された。地質コンサルタント会社４者が技術者を派遣し、
岩盤に生じていた亀裂の測量による計測及び落石数の記録を行った。28 日 13：00 頃に落石件数
が急増したことから、捜索隊に撤退が勧告された。
撤退後一次崩落の左側岩盤が崩落したが、二次被害
は生じなかった。なお、当初の岩盤崩落においても
被災者はいなかったことがその後明らかになった。
2.5. 2007 年 7 月 15 日宮城県白石市小原の災害
同年３月から地すべりの移動が報告され警戒が取
られていた小原地区において、幅 150m、長さ 300m
の地すべりが発生し（図 4）、出動中の消防団員 3 名
がその地すべりと共に数百 m 移動し、無事生還した。
道路脇の法面が崩れたとの通報があり 17：15 に現
状確認のため消防団員が出動した。亀裂のあった A
地点に車両を止めて班員２名が先行し、駐車後に班
長も道路を進んだ。C あたりまで来た時、
「びりびり」
と変な音を聞いた。そのころ先行した 2 名は B あた
りにいたようだ。
「逃げろ」と言ったとたんに地面が
滑り出した。音に気づいてから逃げる時間は無かっ
た。班長は気づいたら D あたりにいた。上に声をか

図 4 小原地区の地すべりの状況

けると 2 名とも無事だった。すべったのは 1 回だけ

（国土交通省資料に加筆）

だった。周囲はがけになってしまっていたので上方
へ土塊を登り、E あたりで地すべりの外へ出られ近
くの民家に 18：27 についた。

表 1

土砂災害地において二次的に発生しうる事象と

それに影響を与える因子、対策の候補
3 考察：防止のための考え方
3.1. 発生しうる現象の整理
これまでの筆者等の土砂災害地にお
ける技術支援 9）〜11）において検討課題
となったこと及びそれに影響を与える
因子について表１にまとめた。土砂災
害に種類によって活動地点（以下「サ
イト」という。）と崩壊源との距離が異
なり、また、地形によってサイトに影
響を与える現象の発生場所の範囲も変
わるため、土砂災害地に入るにあたっ
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ては可能な限り発生しうる事象を考慮する必要がある。特にこの中で「アプローチの危険」に含
めた上流にある土砂ダムの決壊による土石流災害は、広範囲に大規模な二次災害を引き起こす恐
れが高いことから、早期に情報収集が必要である。いわゆる「土砂災害防止法」に基づき都道府
県の土木部門によって調査が行われることが多く、災害後からの情報共有が求められる。
3.2. 二次的な崩壊の発生機構と対策
そもそも強い地震動、強い降雨による地下水流動或いは降雨や融雪などによる高い地下水圧に
よって当初の土砂災害が発生したが、残された斜面の形状はその時点では、これら強い地震動、
強い地下水流動又は高い地下水圧という外力に対して強度を発揮して形状が保存されたのである
から、それが流動する条件としては、それぞれの外力を上回る外力を再び受ける、当初の現象後
に強度を失う、すでに当初の現象で破壊条件は満たされており斜面が徐々に滑り出している、の
いずれかの機構が働く必要がある。これらの機構に結びつく土又は地盤の強度に関する性質又は
条件を表 2 に示した。このような土質力学的な条件を消防機関だけで判断することは難しいと思
われ、災害の早期（できれば事前）に土木に関連する部門と連携しておく必要がある。
表 2 斜面が再び崩れる機構とそれぞれの警戒の着眼点

3.3. 降雨に起因する崩壊への考え方
事例（本講演会別稿参照）で最も多い、地下水の移動にともなう遅れ時間を経て崩壊する現象
について、どのくらいの時間、警戒する必要があるだろうか。日本では、土石流及び表層崩壊の
発生について、横軸に気象庁の計算する土壌雨量指数又は 1.5 日半減期の実効雨量（浅部地下水
量に相当）を用い、縦軸に１時間又は 1.5 時間の半減期の実効雨量（表層に滞留している水量に
相当）を用いて既往雨量を整理すると、崩壊が発生する雨量領域としない領域が一定の精度で区
分できるとされている。荒い議論であるが、降雨停止後 1 から 1.5 時間たてば表層付近の水は半
分程度と評価できる。発生頻度の高い表層の崩壊や渓流内の土石流はこの時間が一つの目安とな
るが、より地下深部へ雨水が浸透し、地下水として大規模な崩壊を生じさせることがその後の時
間に発生することがある。例えば 2014 年 8 月 20 日広島災害では、安佐南区において降雨の停止
から約 2 時間後に斜面が崩壊している（附近で発生した表層崩壊から約 2.5 時間後であった）4）。
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地下の水の流れは現時点では知ることができないことから、この様な現象が発生する場所を同定
することは難しい。広島の事例を踏まえれば、降雨後 3 時間程度は、地下水の湧き出し状況の変
化、樹木の揺れ及び落石等斜面の変状の監視をする必要があると思われる。
3.4. 地震からしばらくたって発生する崩壊への考え方
地震時に斜面に崩壊や亀裂を生じ、その後崩壊した事例としては、地下水が関与したものやそ
の後の降雨によるものが知られている。そのため崩壊した後にも地下水が流出している場所や地
震後の降雨に対しては警戒が必要である。4 月 16 日の熊本地震の「本震」後初めての本格的な降
雨が 21 日にあり、阿蘇乙姫で日雨量 125mm（欠測あり）が観測された。この日は警戒のため捜
索救助活動は停止された。この降雨の翌日に活動の再開を判断するために消防研が福岡市消防局
航空隊と行った空中偵察の状況と用いたチェックリストを図 5 に示す。
また、熊本地震においては、
「本震」とされるものに引き続き強い地震が発生し、さらに「本震」
とはかなり離れたところで発生することもあったことから、一つの斜面にとり「本震」の振動が
最大である蓋然性が高いとは言いがたく、その後の地震により崩壊することも考えられた。これ
は家屋倒壊でも同様であり、内陸型の地震に対しては、余震時の捜索救助隊員の二次災害危険と
ガレキや土砂内の住民の生命の救助の可能性をどのように考えるのか、検討が必要である。

図 5 熊本地震時に発生した高野台の土砂災害現場における降雨後の再開可能性に関する消防研
による技術支援の概要
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3.5. 直接的な引き金が不明確な場合の考え方
2.4.で述べた第二白糸トンネルの岩盤について、なぜこの時期に崩落したかについては解明さ
れていないが、発生した場所の条件として、亀裂の存在（凍結融解により長年にわたり促進され
ていた）、亀裂による地下水の浸透、湿潤や乾燥により強度低下を起こしうる地層の存在が指摘さ
れており、また、崩落の 3 週間前の 8 月上旬の降雨の影響があったと推測されている 12）。このよ
うな条件下で、二次的に崩落した部分が当初の崩壊時に崩落しなかったことの原因は明らかでは
ないが、可能性としては、当初の崩壊時には強度を有していた部分が、露出したことにより乾湿
条件が変化したこと又は強い荷重を受けるようになったことにより、2 日間の間に徐々に強度を
失ったことが想像される。特段の引き金無く発生した災害は、斜面の広い範囲がすでに強度ぎり
ぎりの状態になっていることが想像され、僅かな強度変化によって再度崩壊する恐れが高いと言
える。このような斜面では、二次的な崩落がいつ起きてもおかしくないと認識する必要がある。
このような現象は一般に急斜面に多いと考えられる。第二白糸トンネルの事例で見られたように、
落石は一つの指標となるが、既に斜面が変形している指標であることから、落石の増加が見られ
た場合には速やかに退避する必要があると考えられる。
3.6. 猶予時間
前兆をとらえて危険地域から退避するという安全管理方法については、安全に退避できるだけ
の時間が確保されることが必要である。2.5.で述べた宮城県白石市において事例では、深い地す
べりで地表の変形が小さかったことから 3 名とも無事であったが、この体験をされた男性は「（変
な音がして）おかしいと気づいたときには安全な場所には逃げ切れなかった」と語っている。危
険と思われる斜面に入る前の俯瞰的な観察、危険な斜面と隊員の距離、見込まれる土砂の速さ及
び隊員と安全と判断できる待避場所までの距離を考慮する必要があるとともに、早急な機械監視
の導入を検討する必要がある。
4 まとめ
土砂の人命への危険性は極めて高く、僅か数 m の崖の崩落でも人命が失われ、腰の高さの土砂
でも人は起き上がれない。災害直後の人命の救出が可能な時期に二次災害を防ぎつつ可能な限り
の活動をするため、現時点での土砂災害による二次災害に関する知見をまとめた。今後、現象の
理解を進めると共に、その理解に立脚した実践的な斜面の見方や判断、監視の仕方について、研
究開発を進めていきたいと考えている。
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【第20回消防防災講演会】

土砂災害現場における
消防捜索活動について
大阪市消防局 警防部 司令課 南方面隊長
【緊急消防援助隊〈３次派遣隊〉大阪府大隊長】

消防司令長 徳野

健司

1

大阪府大隊の主な活動
6:30消防庁より大阪府大隊の出動要請により出動

４月17日(日)

南阿蘇村長野地区,河陽地区の捜索活動
南阿蘇村立野地区の捜索活動
河陽地区土砂崩落現場の捜索活動

４月19日(火)

河陽地区土砂崩落現場の捜索活動

４月20日(水)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

４月21日(木)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

４月22日(金)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

救急隊による各避難場所等への
移動配備及び救急搬送業務

４月18日(月)

阿蘇広域行政事務組合消防本部
南部分署への移動配備

３次派遣隊

大阪府大隊

統合機動部隊
１・２次派遣隊
後方支援隊

４月16日(土)

帰阪

４月23日(土)

2
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派遣隊構成
指揮支援隊・航空隊の派遣隊構成
指揮支援隊

大阪市消防局

１台

７名

航空隊

大阪市消防局航空機

１機

４名

大阪府大隊の派遣隊構成
大阪市消防局

他府下消防本部

統合機動部隊

11台

36名

１次派遣隊

１台

４名

27台

２次派遣隊

８台

29名

後方支援隊

４台

３次派遣隊

４台

計
11台

36名

100名

28台

104名

18台

58名

26台

87名

16名

８台

24名

12台

40名

99名

８台

183名

12台

282名

派遣隊総数
大阪市消防局
29台・１機

他府下消防本部
195名

61台

365名

計
90台・１機

大阪府大隊の主な活動

560名

統合機動部隊
１・２次派遣隊
後⽅⽀援隊

6:30消防庁より大阪府大隊の出動要請により出動

４月17日(日)

南阿蘇村長野地区,河陽地区の捜索活動

４月19日(火)

河陽地区土砂崩落現場の捜索活動

４月20日(水)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

４月21日(木)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

４月22日(金)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

救急隊による各避難場所等への
移動配備及び救急搬送業務

南阿蘇村立野地区の捜索活動
河陽地区土砂崩落現場の捜索活動

阿蘇広域行政事務組合消防本部
南部分署への移動配備

３次派遣隊

大阪府大隊

統合機動部隊
１・２次派遣隊
後方支援隊

４月16日(土)

４月18日(月)

3

帰阪

４月23日(土)

4
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陸路派遣ルート

統合機動部隊
１・２次派遣隊
後⽅⽀援隊

４月16日(土)８:20 統合機動部隊
大阪市消防局出発

●熊本地震【本震】
平成28年４月16日(土)１時25分
熊本地方の深さ11kmでＭ７.３の地震が発生
益城町、西原町で震度７、南阿蘇村、菊池市、
熊本市等で震度６強を観測
●同日６:30 消防庁より大阪府大隊の出場要請

４月17日(日)0:00 統合機動部隊
菊池市総合体育館（宿営場所）へ到着

活動状況図

統合機動部隊
１・２次派遣隊
後⽅⽀援隊

4⽉17⽇〜4⽉19⽇

6
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統合機動部隊
１・２次派遣隊
後⽅⽀援隊

活動体制図
宿営場所

指揮⽀援隊
阿蘇広域⾏政事務組合
消防本部南部分署
⼤阪府⼤隊
菊池市総合体育館

後⽅⽀援中隊

活動拠点
野外劇場アスペクタ

4⽉17⽇〜4⽉19⽇

消防応援活動調整本部(熊本県庁)
指揮⽀援部隊⻑（福岡市消防局）
指揮⽀援本部
指揮⽀援隊⻑（⼤阪市消防局）
⼤阪府⼤隊
⼤阪府⼤隊⻑（⼤阪市消防局）
河陽地区
⼟砂崩落捜索活動
指揮隊
１隊
救助⼩隊
16隊
救急⼩隊
２隊
特殊装備⼩隊（重機）１隊
後⽅⽀援⼩隊
１隊

広島県⼤隊
広島県⼤隊⻑
救急中隊
【救急隊移動配備】
・阿蘇広域⾏政事務組合
消防本部南部分署
・南阿蘇村役場⻑陽庁舎
・⽩⽔⾼原駅
・あそ望の郷くぎの
・村⽴⽴野⼩学校
・南阿蘇村保険センター
7

河陽地区
土砂崩落捜索活動

４⽉18⽇
統合機動部隊
１・２次派遣隊

４⽉18⽇17:50捜索活動開始
⼟砂崩れ
の⽅向

【災害の概況】
●道路が⼟砂により約50m×30m範囲で
覆われ、堆積は３〜５mの状況
●⽬撃情報では⾛⾏中の⾞両が巻き込ま
れた可能性があるとのこと

活動は⾞両捜索のため、⾃衛隊と協⼒
した重機での⼟砂掘り起こし作業実施

⼟砂は⽔分を多く含んだ粘⼟層
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河陽地区
土砂崩落捜索活動

４⽉18・19⽇
統合機動部隊
１・２次派遣隊

⾃衛隊の⼤型重機３台での作業

住宅に対し、⾞両が押しつぶされている状況

●４⽉18⽇20:42最⼤震度５強の
余震発⽣により捜索活動停⽌
●４⽉19⽇６:00捜索活動再開

捜索活動終了後の状況

●埋没⾞両の内部は無⼈を確認
●埋没⾞両は写真住宅の所有者、
無事を確認
●４⽉19⽇17:30捜索活動を完了

大阪府大隊の主な活動

9

４⽉20⽇
３次派遣隊

6:30消防庁より大阪府大隊の出動要請により出動

４月17日(日)

南阿蘇村長野地区,河陽地区の捜索活動
南阿蘇村立野地区の捜索活動
河陽地区土砂崩落現場の捜索活動

４月19日(火)

河陽地区土砂崩落現場の捜索活動

４月20日(水)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

４月21日(木)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

４月22日(金)

南阿蘇村河陽地区
高野台団地土砂災害の捜索活動

救急隊による各避難場所等への
移動配備及び救急搬送業務

４月18日(月)

阿蘇広域行政事務組合消防本部
南部分署への移動配備

３次派遣隊

大阪府大隊

統合機動部隊
１・２次派遣隊
後方支援隊

４月16日(土)

帰阪

４月23日(土)

10
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大阪府大隊〈３次派遣隊〉集結～出発
【４⽉19⽇】
●⼤阪府⼤隊〈３次派遣隊〉南港へ集結
●⼤阪府（南港）から
⼤分県（別府港）へフェリーで19:05出発
⼤阪府⼤隊〈３次派遣隊〉
南港にて出発式

⼈員搬送バス等
フェリー船内へ乗り込み

フェリー船内ブリーフィング

３次派遣隊派遣ルート

11

４⽉20⽇
３次派遣隊

４⽉20⽇
７:00フェリー到着

⼤阪府⼤隊 活動拠点
（屋外劇場アスペクタ）

４⽉20⽇
12:30到着
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３次派遣隊活動開始

４⽉20⽇
３次派遣隊

【４⽉20⽇】
13:20 ⼤阪府⼤隊１・２次派遣隊から
３次派遣隊へ指揮移⾏
阿蘇広域⾏政事務組合消防本部
南部分署にて⼤阪府⼤隊指揮本部設置

【活動拠点】：屋外劇場アスペクタ
※後に「ホテルグリーンピア南阿蘇」を
宿営場所とした

⼤阪府⼤隊〈３次派遣隊〉
活動開始ミーティング

活動体制図
宿営場所

指揮⽀援隊
阿蘇広域⾏政事務組合
消防本部南部分署
⼤阪府⼤隊
ホテルグリーンピア
南阿蘇

後⽅⽀援中隊
活動拠点
熊本県野外劇場
アスペクタ

消防応援活動調整本部(熊本県庁)
指揮⽀援部隊⻑（福岡市消防局）
指揮⽀援本部
指揮⽀援隊⻑（⼤阪市消防局）
⼤阪府⼤隊
⼤阪府⼤隊⻑（⼤阪市消防局）
阿蘇広域消防
本部南部分署
【移動配備】
消⽕⼩隊 ２隊

河陽地区
（⾼野台団地）

【４⽉22⽇】
指揮隊
３隊
救助⼩隊 16隊
救急⼩隊 １隊
その他
５隊

【４⽉20・21⽇】
指揮隊
１隊
救助⼩隊 16隊
その他
２隊
【４⽉21⽇4:10】
降⾬のため、
捜索活動中⽌
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13

３次派遣隊

4⽉20⽇〜4⽉22⽇
沖縄県⼤隊
沖縄県⼤隊⻑
救急中隊
【救急隊移動配備】
・阿蘇広域⾏政事務組合
消防本部南部分署
・南阿蘇村役場⻑陽庁舎
・⽩⽔⾼原駅
・あそ望の郷くぎの
・村⽴⽴野⼩学校
・南阿蘇村保険センター

14
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避難所への救急隊配備の状況

15

合同調整会議

４⽉20⽇
３次派遣隊

・警察・自衛隊との活動調整状況の共有と調整
・河陽地区（高野台団地）での土砂災害捜索活動方針等につ
いて

⼤阪指揮⽀援隊⻑・⼤阪府⼤隊⻑
⾃衛隊等との調整会議
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河陽地区（高野台団地）土砂災害現場 位置図
４⽉20⽇
３次派遣隊

菊池市

河陽地区（⾼野台団地）
捜索活動実施場所
⼤阪府⼤隊出場隊
指揮隊
１隊
救助⼩隊
16隊
特殊⼩隊(重機) １隊
その他
１隊

阿蘇山噴火口

南阿蘇村
熊本市

活動拠点
（野外劇場アスペクタ）
宿営場所
（ホテルグリーンピア南阿蘇）

大阪府大隊指揮本部
（阿蘇広域行政事務組合消防本部 南部分署）
17

捜索場所

４⽉20⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

京⼤⽕⼭研究所
⼟砂の進⾏⽅向

捜索場所
18
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19

４⽉20⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

災害概要

京⼤⽕⼭研究所

【災害概要】
●⼟砂により３軒の家が流され、
住宅Aの居住者70代男性
１名が⾏⽅不明という情報
●住宅B・Cの居住者は発⾒済

⼟砂の進⾏⽅向

C

捜索場所
警察重機により掘削作業中、
住宅Aの屋根等を発⾒。⼿堀
り作業へ切り替えるため⼤阪
府⼤隊へ活動を引き継がれた。

A

C

A

B
B

20
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４⽉20⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

災害概要

【災害概要】
●⼟砂により３軒の家が流され、
住宅Aの居住者70代男性
１名が⾏⽅不明という情報
●住宅B・Cの居住者は発⾒済

捜索場所

B

A

捜索場所

C

指揮所開設
指揮位置から⾒た活動場所

指揮位置
京大火山研究所

21

23
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河陽地区（高野台団地）
土砂災害捜索現場付近

４⽉20⽇
３次派遣隊

活動状況

京⼤⽕⼭研究所
⼟砂

４⽉20⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

【活動⽅法】
●⼤阪府⼤隊１６隊を４隊４班に分け、
⼿掘りによる⼟砂除去作業
●住宅の屋根をチェーンソーで切断し、除去
●隊員が２列に並び、１箇所を掘り進め、
表⾯の⼟砂を後⽅へ送っていく⽅法をとる。
●屋根、張り等の⽊材、断熱材等を多数発⾒

捜索場所
道路 ⼟砂埋没箇所

⾼野台団地 住宅街
⼿堀り作業を途絶えることなく実施
⼤阪府⼤隊 集結場所
（パークゴルフ駐⾞場）
徒歩ルート

22

警察、⾃衛隊と捜索エリアを分担

【24時間体制での消防捜索活動を実施】
24時間体制で、⼤阪、京都、兵庫、沖縄、
島根、⾼知、消防総勢100名体制
【捜索活動停⽌】
●４⽉21⽇３:08
暴⾵警報、⼤⾬洪⽔雷注意報発表
●４⽉21⽇４:10
降⾬のため、捜索活動を停⽌
●⼤阪府隊、宿営場所へ引き揚げ
24
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B

【４⽉20⽇ 18:00】
●⼤阪府⼤隊 夜間活動開始
●消防20名、⾃衛隊10名、警察20名での活動
【安全管理体制】
●⾃衛隊：⾼所から監視２〜３名を専従、
堆積した⼟砂の要所にケミカルライト付きの棒を
刺しておき、地形の変化を捉える⽅法をとる。
●消防：地震警報器を設置し、活動場所の安全
管理を実施。

C

A

捜索活動開始

４⽉20⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

宿営場所
ホテルグリーンピア南阿蘇

４⽉21⽇
３次派遣隊

【４⽉21⽇】
河陽地区（⾼野台団地）捜索活動中⽌
●８:01 ⼤⾬洪⽔警報発表
（暴⾵警報継続）
●南阿蘇村の各地域で避難指⽰
●ホテルグリーンピア停電発⽣

停電のため⽣活⽔を⽤⽔路から汲み上げ

後⽅⽀援中隊による24時間⽀援体
制

25

27
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３次派遣隊

合同調整会議
高野台土砂災害捜索活動再開検討

先遣調査活動

４⽉22⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
先遣調査活動

【４⽉22⽇】10:00
消防庁消防研究センター⼟砂災害専⾨家
がヘリ同乗のもと上空より現地の状況確認
上空からは活動場所の安全が
確認できると判断
【４⽉22⽇】10:45
消防庁消防研究センター⼟砂災害専⾨家
が同⾏のもと、活動再開に向け、⾼野台地
区を先遣調査出場し、現場ルート、危険箇
所の確認を実施

濁川（にごりがわ）
上流に⼟砂だまりがある
ことを確認。⼟⽯流が発
⽣するおそれがあるため
警戒監視員を配置した。
捜索場所へ通じる道路が
⼟砂で埋没した状況

南阿蘇村役場 久⽊野庁舎内

⾼野台地区⼟砂災害の捜索活動再開について

26

道路が陥没している状況

28
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ホテルグリーンピア体育館

４⽉22⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

捜索活動再開

警察・自衛隊活動調整

４⽉22⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

現地指揮所設置

捜索場所

【捜索活動開始】13:15
●警視庁・熊本県警100名と合同活動
●安全管理体制、活動エリア等を活動調整

【安全管理体制】
⼟砂災害専⾨家の助⾔のもと
●⾼所監視している⾃衛隊に加え、消防隊による
⾼所からの警戒監視隊を指定し専従
●地震警報器設置（震度４設定）
●緊急退避ルート、退避場所を全隊員に周知徹底
29

31
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大阪府大隊活動隊集結

４⽉22⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

ぬかるんだ⼟砂の上を資器材搬送

パークゴルフ駐⾞場に集結

捜索活動状況

コンパネを敷き⾜場を確保

⾜場確保のためコンパネ搬送
30

⽔を多く含んだ粘⼟層の⼟砂を除去

４⽉22⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

溜まった⾬⽔を取り除く作業
【捜索活動】
●前⽇の⼤⾬により、溜まった⾬⽔を取り
除く作業から開始
●⾬⽔を多く含んだ⼟砂のため掻き出しが
困難
●４⽉20⽇夜間捜索活動と同様、
隊員が２列に並び、１箇所を掘り進め、
表⾯の⼟砂を後⽅へ送っていく⽅法
32
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⾼所からの警戒監視隊を配置

捜索活動状況

４⽉22⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

大阪府大隊
捜索活動終了

【消防捜索活動体制】
●⼤阪府⼤隊、沖縄県⼤隊を含め活動
●⼤阪府⼤隊出場隊
指揮隊３隊、救助⼩隊16隊、救急⼩隊１隊
消⽕⼩隊１隊（タンク⽔で資器材洗浄）
特殊⼩隊１隊（重機搬送⾞）
後⽅⽀援⼩隊１隊（飲⾷料等補給）
無線中継⼩隊１隊（活動状況の映像配信）

４⽉22⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

【４⽉22⽇ 18:35】
⼤阪府⼤隊 ⼟砂災害捜索活動終了へ
●18:35 福岡県・宮崎県⼤隊へ引き継ぎ完了

33

35
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重機投入

４⽉22⽇
３次派遣隊
⾼野台⼟砂災害
捜索活動

【⼤阪市消防局保有の重機１機を投⼊】
●消防庁無償使⽤⾞両
●クローラー部がゴムローラタイプであったため、
⼟砂によりスタッグし、活動に苦慮する場⾯
もあった

行方不明者発見場所
４⽉25⽇

要救助者発⾒時の状況

４⽉22⽇ ＡＭの状況

要救助者発⾒場所

⼤阪府⼤隊重機
【⺠間重機３機を投⼊】
●捜索が広範囲となり、かつ⼤量の⼟砂や堆積
物をスムーズに除去していた
消防隊捜索場所

⺠間重機

34

⾃衛隊捜索場所

36
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福岡県・宮崎県⼤隊へ引き継ぎ

２列に隊列し⼟砂を除去、後⽅へ送り出し

土砂災害捜索活動を終えて
・
活動エリア周辺のモニタリング
4／19 河陽地区捜索現場

4／22 消防ヘリからの活動サイト評価

4／22 ⾼野台団地 先遣調査

39
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⼟砂の進⾏⽅向

土砂災害専門家の助言と協力

⾼所監視場所

緊急待避ルート

捜索場所

38

40
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37

⾃衛隊・警察との活動調整

41

43

- 123 4/19 河陽地区

4/20 高野台団地

⾃衛隊・警察との合同捜索

4/22 高野台団地

⾃衛隊・警察機関等との調整会議

42

44
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関係機関との連携

⾃衛隊重機による活動エリア拡⼤

⾃衛隊重機による道路啓開

45

47
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土砂災害に対する知識の習得

指揮命令系統の確保・活動方針の
徹底と周知

●

土砂災害の発生原因や現象別特徴を理解
・がけ崩れ
・溶岩流

●

46

・地すべり ・土石流
・火砕流 など

活動における周辺環境や活動障害などの
活動の特性を理解

48
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⺠間重機の協⼒

土砂災害に対する捜索技術の習得

49

⾃衛隊との重機等を活⽤した合同訓練

警察機関と連携した合同訓練

51
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資器材の活用

⼟砂災害訓練施設と訓練の状況

50

52
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緊急消防援助隊ブロック合同訓練
⼟砂災害対応訓練

⽔陸両⽤バギーの積極的活⽤
崩落監視システムによる遠隔監視

H26度救助技術の高度化等検討会報告書から引用

不整地⾛⾏補助板による⾜場の確保
53

H26度救助技術の高度化等検討会報告書から引用

55
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終わりに

汚泥吸引⾞による⼟砂の排出

可搬型コンベアによる⼟砂の排出

H26度救助技術の高度化等検討会報告書から引用
54

56
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無⼈ヘリによる先遣調査活動

第64回全国消防技術者会議資料（平成28年11月16日・17日）

【第20回消防防災研究講演会】

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部
茨城県の最西端、千葉、
埼玉、群馬、栃木の県境に
位置し、ほぼ関東平野の中
央にあたる。
利根川、渡良瀬川、鬼怒
川、小貝川に挟まれ、総面
積の５０％が耕地で、その
他は商業地域、工業地域、
住宅地域が混在している。
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事務組合消防本部
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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部
本部所在地

茨城県古河市中田１６８３番地９

構成市町

古河市・下妻市・坂東市
常総市（旧石下）
八千代町

消防本部

管内人口

３２６，２０１人

境町

１２３，１３２世帯

管内面積

５００．０６ｋ㎡

組

１本部、４消防署、９分署、５出張所

消防職員数

４４５名

消防車両数

８１台

常総市
（旧石下）

五霞町

世 帯 数

織

下妻市

古河市

五霞町・八千代町・境町

坂東市
常総市

（平成２８年４月１日現在）

常総市
茨城西南広域消防本部
越水箇所

決壊箇所

常総広域消防本部
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関東・東北豪雨の発生概要
９月７日に発生した台風１８号が９月９日に温帯低気圧に変わった。温帯低気圧に
南から湿った空気が流れ込み、台風１７号から吹き込む湿った風とぶつかったことで
線状降水帯が発生し、これらの影響で東北地方南部を中心に記録的な大雨となった。

9月9日16：00

9月9日20：00

9月10日0：00

9月10日3：00

：24時間雨量
：24時間雨量
：2日間雨量
：2日間雨量
：3日間雨量
：3日間雨量

（既往最多）
（今回洪水）
（既往最多）
（今回洪水）
（既往最多）
（今回洪水）

出典：国土交通省関東地方整備局

鬼怒川水海道地点 水位観測データ
１２：５０
決 壊
鬼怒川決壊

計画高水位
氾濫危険水位

若宮戸越水

６：３０
越 水

９月９日

９月１０日

９月１１日
出典：国土交通省関東地方整備局
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常総市
洪水ハザードマップ

鬼怒川

• 想定条件
この地図は、鬼怒川がは
ん濫した場合の浸水区域と
浸水の深さを示すものです。
浸水の範囲は、鬼怒川流
域、石井（栃木県宇都宮市）
上流域に3日間の総雨量が
402㎜で概ね100年に1回程
度起こる大雨を想定して設
定しています。

小貝川

住家被害
規

模

全

壊

越水

茨城県

常総市

５４件

５３件

１，７７９件

１，５７５件

３，７０３件

３，４７５件

床上浸水

１８５件

１４８件

床下浸水

３，７６７件

３，０７２件

大規模半壊
半

壊

常総市若宮戸

出典：国土交通省国土地理院
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常総市三坂
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人的被害
傷病程度

茨城県

常総市

死亡

３名

２名

重症

３名

３名

中等症

２３名

２１名

軽症

２８名

２０名

０名

０名

行方不明

提供：茨城県防災航空隊

若宮戸地先で、9月10日6時過ぎに溢水を確認
自然堤防が失われ、深掘れ（６ｍ程度）が発生
９月１０日６時過ぎ撮影

①
①溢水箇所

②

②溢水箇所
出典：国土交通省関東地方整備局ＨＰ
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常総市（旧石下）内の浸水状況
越水箇所

鬼怒川

被災状況（常総市向石下地区）
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下妻消防署 石下分署浸水

提供：茨城県防災航空隊

初動対応
時間経過
9月9日

災害状況

16時35分

消防本部対応
全職員に自宅待機命令

16時36分 管内に大雨・洪水警報発表
23時00分 鬼怒川氾濫危険情報
9月10日

１時50分 常総市若宮戸に避難準備情報
2時20分 常総市若宮戸に避難指示発令
6時30分 常総市若宮戸で鬼怒川越水
6時45分

消防本部内に消防対策本部設置

7時45分 大雨特別警報発表
8時30分 常総市から県に自衛隊要請
10時04分
11時10分

つくば・常総広域消防本部に応援要請

県知事から国へ
緊急消防援助隊ヘリ部隊要請

11時10分

県災対本部に職員派遣

12時50分 常総市三坂町で鬼怒川堤防決壊
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時間別119番着信件数
140

MAX128
決壊12：50

決壊１２：５０

120

100

80

溢水６：３０
越水6：30

60

40

20

9月9日

9月10日

155件

活動状況
救助出動件数
救助人員
救急出場件数
搬送人員

４２件
２１２名
２６件
（不搬送３）

２６名

９月９日～１１日の間（西南消防活動）
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1568件

9月11日

73件

22:00

20:00

18:00

16:00

14:00

12:00

8:00

10:00

6:00

4:00

2:00

0:00

22:00

20:00

18:00

16:00

14:00

12:00

8:00

10:00

6:00

4:00

2:00

0:00

22:00

20:00

18:00

16:00

14:00

12:00

8:00

10:00

6:00

4:00

2:00

0:00

0

第64回全国消防技術者会議資料（平成28年11月16日・17日）

活動概要
消防本部

ヘリポート
・情報収集
・指令室での救助トリアージ
・災害対策本部への派遣
・資機材の運搬

総合運動公園ヘリポート
救急隊を配置
・要救助者の救護
・要救助者を病院へ搬送

前進指揮所
石下分署・地域交流センター
・活動方針の修正
・活動部隊の管理
・避難者の対応

行方不明者捜索活動
茨城西南消防

自衛隊・警察

緊急消防援助隊
出典：常総市ＨＰ
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活動時における課題 １
１ 災害に対するスイッチの遅れ
鬼怒川に対する安全の過信があった。

２ 関係機関との情報共有が不十分
常総市対策本部に職員が入れず、また連絡が取れなかった。

３ 救助要請が分散する
消防本部指令室・下妻消防署・石下分署の３箇所で救助要請
を受けてしまい、救助活動に混乱が生じた。

４ 航空部隊との連携
消防側が受けた救助要請を、航空部隊に円滑に伝える手段
が乏しかった。

活動時における課題 ２
５ 管内道路情報不足による部隊投入の遅延
管内各所で道路が冠水し、現場までの進入路を確保するのに
時間を要した。

６ 活動記録
目の前の活動が精一杯で、視覚的な災害活動を記録できな
かった。

７ 二次災害（危険物・ガスによる火災危険）の想定
ＬＰガスボンベ・燃料等の流出に対する対応が十分でなかった。

８ 隊員の安全管理の困難性
・日没後の救助活動継続
・隊員の労務管理
- 136 -
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おわりに
本大規模災害は当消防本部の対応力を大
幅に上回る広域的な同時多発自然災害であ
り、当本部も被災しながら救助活動を継続し
た事案である。
消防力を上回る大規模災害に対して、消防
機関として何を優先的に実施し、どのように
関係機関と連携し、調整するか検討すべきで
ある。
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【第 20 回消防防災研究講演会】

水害時の住民向け広報

消防研究センター

河関大祐、髙梨健一、細川直史
消防防災科学センター

遠藤真

1 はじめに
大規模災害の際に住民各人が本人や家族、さらには近隣地域住民の安全確保のために的確な行
動をとるには、被害状況等の災害情報および避難方法や救助活動といった対策情報などを行政か
ら住民へ提示することが必要である。消防研究センターでは、理解しやすい防災情報の提示とは
どのようなものであるかを検討するため、市町村の防災広報の方法、大規模災害を経験した市町
村の災害対応、一般住民の防災広報や避難所避難に対する関心を調査してきた。本報では、市町
村の防災広報の方法と大規模災害時の防災広報の効果、住民向けに提示する水害時の防災広報の
内容および避難所避難に対する関心を調査するために実施したアンケート調査結果、洪水時の避
難に対する住民意識調査結果を報告する。
2 市町村における住民向け防災広報に関するアンケート調査
2.1 調査方法
本調査は、平成 19 年 2 月 19 日から平成 19 年 5 月 14 日の間に、当時の全市町村 1,840 件を対
象として、調査票の郵送配布・郵送回収によって行った。回収数は 1,352 件（回収率：73.5%）で
あった。アンケートでは次の項目について尋ねた。
1) 防災行政無線設置の有無、設置しない理由
2) 防災行政無線の種類、所管する部署、防災以外の使用の有無
3) 各種情報伝達手段の、主・補助の位置付け
4) 広報文例の有無
5) 過去の災害時の広報事例
6) 自治体の人口、世帯数
7) 自治体の年度予算と防災関連予算が占める割合
2.2 調査結果
(1) 防災行政無線設置の有無
防災行政無線の設置の有無については、
・設置している：1,207（89.3%）
・設置していない：145（10.7%）
であり、89.3%の市町村が防災行政無線を設置している。この値は、平成 19 年度消防白書１）に掲
載された防災行政無線通信施設（同報系）の整備率 75.2%より高いことから未整備の市町村から
の回答が少なかったものと考えられる。なお、平成 26 年度消防白書２）では防災行政無線通信施
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設（同報系）の整備率 80.1%となっている。
設置していない理由は、財政的な負担の問題：111（76.6%）が最も多かった。また、その他の
理由としては、役に立つかわからない、災害が少なく必要性がない、導入を検討中、全戸 CATV
に加入している、管内は有線放送でカバーしている、等の回答があった。
防災行政無線の種類（複数回答）は、
・屋外拡声器：989（81.9%）
・戸別受信機：826（68.4%）
・移動無線機：915（75.8%）
であった。
(2) 住民向け防災広報の情報伝達手段
防災情報を住民に周知させる手段として、図 1 に示した各方法について、その使用の有無とその
位置付けを尋ねたところ、図 1 の結果となった。

主たる方法

86

491
497

414

自治体職員呼びかけ

CATV

166

インターネット

154

761
460

593

320

有線放送電話

91

193

コミュニティFM

84

225

763
923
898

75 49

0%

384

280

124

携帯メール

342

541

282

自主防災組織呼びかけ

296

526

339

警察官・消防吏員呼びかけ

205

238

478

サイレン

85

485

517

消防団呼びかけ

119

398

724

広報車

図１

無回答

1002

防災行政無線

その他

補助的な方法

1083

20%

40%

60%

80%

住民向け防災広報の方法（棒グラフ中の数値は件数）

この結果より、主たる情報伝達方法としては、
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・防災行政無線：83.0%
・広報車：60.0%
・消防団による呼びかけ：42.8%
・サイレン：39.6%
などが用いられていた。また、インターネットや携帯メールといった IT 機器を主たる情報伝達手
段とする市町村は 10%強であった。その他の方法では、FAX、テレビ・ラジオ、有線放送、固定
電話の通信網を通して放送を行うオフトーク通信等が用いられている。
(3) 広報文例の整備
防災広報を実施する際の広報文例の有無については、
・ある：510（42.3%）
・ない：696（57.7%）
であった。
また、広報文例の用途（複数回答）は、
・防災行政無線用：425（83.3%）
・広報車からの呼びかけ用：201（39.4%）
であった。
広報文例を準備していない主な理由は、
・災害の状況によって、その都度、作成している。
・必要性が感じられない。
・災害の状況によって広報パターンが変わり、パターンが多すぎる。
・今後作成予定。
であった。
(4) 過去の災害時の広報事例
防災行政無線を設置している 1,207 市町村に対して、過去の災害における防災情報伝達事例の
有無を尋ねたところ、有りの回答が 547 件（45.3%）あった。その際に広報に使用した方法（複
数回答）は、
・防災行政無線：465（85.0%）
・その他（広報車、消防団員の呼びかけ等）：245（44.8%）
であった。
情報伝達手段の有効性については、
・有効であった：433（79.2%）
・有効ではなかった：56（10.2％）
との回答であった。
有効であった事象としては、
・避難対象世帯の自主避難が行われた。
・一度に住民全体に周知できた。
・問い合わせが減った。
・市民および市議会から一定の評価を受けた。
などの回答があった。また、有効でなかったとの回答のうち、54 件には理由が記載されていたが、
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その中で、
・雨や風が強い場合に音声が伝わらなかった：32
・危機意識が薄く避難してもらえなかった：11
との回答があった。さらに、有効でなかった理由の中には、
・適切な情報が伝達できなかった。
・放送するタイミングが遅かった。
とするものもあった。
3 住民を対象とした防災広報文章に関するアンケート調査
3.1 調査目的および調査方法
市町村を対象とした住民向け防災広報に関するアンケート調査において、災害時の防災広報が
有効でなかった状況として、雨や風が強い場合に音声が伝わらなかった、危機意識が薄く避難し
てもらえなかったなどの問題があることが確認できた。警報の聞き取りの問題は、戸別受信機や
ICT 技術を用いた通信端末装置３）の普及や屋外拡声器放送の音声明瞭度を向上させる技術４）の導
入により改善されることが期待できる。しかし、危機意識が薄い住民が避難しない問題の解決の
ためには、広報文の内容やアナウンス方法の工夫が必要である。住民を対象とした防災広報文章
に関するアンケート調査は、住民に対して洪水への警戒と避難を促すのに適切な広報文を作成す
る方法を検討するために、広報内容の住民の聞き取り方、理解度等の資料を得ることを目的に実
施した。とくに文章の簡易さや表現、用語などによる理解度の違いや、避難の決断を促す要因な
どについて調査した。
3.2 調査対象
新潟県三条市５、６）、兵庫県豊岡市７）、神奈川県平塚市８）の 3 市において会場に集合してもらい
調査を実施した。被験者等調査実施概要を表 1 に示す。
表 1 防災広報アンケート調査実施概要
市
A組
三条市
B組
A組
平塚市
B組
A組
豊岡市
B組

被験者数
男性
31人
女性
男性
32人
女性
男性
36人
女性
男性
37人
女性
男性
31人
女性
男性
25人
女性

回答方法
11人
20人
19人
13人
12人
24人
18人
19人
18人
13人
17人
8人

調査日

備考

自由記述

H22.3.13

H16.7洪水被害
死者9名、重傷者1名、
被害棟数 約11,000棟、
被害世帯 約7,500世帯

自由記述

H23.2.26

H19.7.29豪雨被害
人的被害3件
建物浸水被害52件

H25.3.20

H16.10洪水被害
死者7名、重傷者23名
被害棟数 約8,200棟
被害世帯 約9,000世帯

選択

被験者は各市に居住する 20 歳以上の男女とし、機縁法で参加を募った。
3.3 広報音源
調査で使用した広報音源は、気象注意報から避難指示まで 8 段階の広報文を A パターン（一般
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的に用いられている広報文）と B パターン（広報を聞くことに注意が向き避難行動等の向上を目
指した広報文）の 2 種類を用意した。なお、録音は、録音スタジオでプロのナレータに依頼して
男声で行った。表 2 に三条市でのアンケート調査に用いた広報文章を示す。平塚市と豊岡市での
ンケート調査では、表 2 中の市名、地域名、河川名、既発水害日等を変更した広報文章を用いた。
表 2 アンケート調査に用いた広報文章（三条市の例）
[A]

01

[B]

三条市役所です｡

三条市役所です｡

台風の接近にともない､三条地域に大雨洪水注

台風の接近にともない､中越地方に大雨洪水注

意報が発令されています｡

意報が発令されています｡

市役所に災害警戒本部を設置しました｡

危険ですから河川や水路に近づかないでくださ

今後の台風情報に十分注意してください｡

い｡
今後の台風情報に十分注意してください｡

02

03

三条市役所です｡

三条市役所です｡

市役所職員に対して非常参集を発令しました｡

市役所職員に対して非常参集を発令しました｡

三条市役所です｡

三条市役所です｡

ただ今､三条地域に大雨洪水警報が発令されま

ただ今､中越地方に大雨洪水警報が発令されまし

した｡

た｡

市役所に災害対策本部を設置しました｡

市役所に災害対策本部を設置しました｡

五十嵐川､信濃川､刈谷田川の水位は通常水位

今後､平成 16 年 7 月 13 日の水害の時に匹敵す

から 1m 以上うわまわり､今後も上昇する見込みで

る雨が予想されます｡

す｡

これからの防災行政無線の放送に注意してくださ

今後の防災行政無線の放送に注意してください｡

い｡

三条市役所です｡

三条市役所です｡

台風の接近により､洪水の危険が高まっているた

ただ今､三条市全域に対して避難準備情報を出

め､三条市のすべての小中学校を臨時休校とい

しました｡

たします｡生徒の皆さんは登校しないでください｡

現在の危険レベルは､三条市が定める洪水危険
レベル 3 段階中の第 1 レベルです｡
各地区の避難所を開設ました｡

04

お年寄りの方など避難に時間のかかる方は､直ち
に指定の避難所へ避難してください｡
その他の方も避難の希望があればいつでも利用
してください｡
刈谷田川､信濃川､五十嵐川の水位がはん濫注
意水位に達するおそれがあります｡
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[A]

05

[B]

三条市役所です｡

三条市役所です｡

ただ今､三条市全域に対して避難準備情報を出

ただ今の交通状況をお知らせします｡

しました｡

JR 線はすべて運転を見合わせています｡また､市

お年寄りの方など避難に時間のかかる方は､直ち

内の路線バスも､すべての路線で運行が中止され

に指定の避難所へ避難してください｡

ました｡

その他の方も避難の準備を始めてください｡

つぎに､道路の通行止めをお知らせします｡

刈谷田川､信濃川､五十嵐川の水位がはん濫注

燕三条駅東側市道 214 号線､長岡見附三条線は

意水位に達するおそれがあります｡

アンダーパス冠水のため通行止めとなっていま
す｡

06

三条市役所です｡

三条市役所です｡

ただ今､三条市全域に対して避難勧告を発令しま

ただ今､三条市全域に対して避難勧告を発令しま

した｡

した｡

落ち着いてすみやかに指定の避難所に避難して

現在の危険レベルは､三条市が定める洪水危険

ください｡

レベル 3 段階中の第 2 レベルです｡

刈谷田川､信濃川､五十嵐川ではん濫のおそれ

落ち着いてすみやかに指定の避難所に避難して

があります｡

ください｡

なお､避難の際はできるだけ近所の方にも声をか

刈谷田川､信濃川､五十嵐川ではん濫のおそれが

けて避難してください｡

あります｡広域で床上浸水や長時間の停電が予
想されます｡
避難所は自家発電装置を備えています｡携帯電
話の充電もできます｡
なお､避難の際はできるだけ近所の方にも声をか
けて避難してください｡

07

三条市役所です｡

三条市役所です｡

ただ今､三条市全域に避難勧告を発令中です｡

ただ今､三条市全域に対して避難指示を発令しま

各避難所には避難する人が徐々に増えてきてい

した｡

ます｡

現在の危険レベルは､三条市が定める洪水危険

まだ避難していない人は日が暮れるまでに指定

レベル 3 段階中の第 3 レベルです｡災害の発生す

の避難所に避難してください｡

る危険性が非常に高い状況です｡
ただちに避難所か建物の 2 階以上に避難してく
ださい｡
刈谷田川､信濃川､五十嵐川ではん濫のおそれが
あります｡
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[A]

08

[B]

三条市役所です｡

三条市役所です｡

ただ今､三条市全域に対して避難指示を発令しま

現在､三条市全域に対して避難指示を発令中で

した｡

す｡

ただちに指定の避難所か建物の 2 階以上に避難

ただ今以降の外出は非常に危険です｡

してください｡

屋外の人は最寄りの 2 階建て以上の建物に避難

刈谷田川､信濃川､五十嵐川ではん濫のおそれ

してください｡

があります｡

巡回による避難広報も巡回者の安全のため､ただ
今をもって終了します｡

3.4 調査内容
アンケート調査では次のデータ収集を行った。
1) 広報内容の聞き取り
2) 洪水避難に対する意識
3) 洪水の経験の有無
1)は，A 組に A パターン、B 組に B パターンの広報を聞いてもらい、三条市と平塚市での調査
では、各広報を聞き終わる毎に聞き取った内容を自由記述形式で書き出してもらい、さらに意味
不明な言葉の記入を求めた。豊岡市での調査では、アナウンス内容と一致する回答の選択を求め
た。なお、調査開始前にこの調査の趣旨として、防災情報が住民にどのように伝わるかを調べる
ものであり、聞き取りの正確さの優劣を競うものではないことを説明し、聞き取り中に内容をメ
モしないように依頼した後に実施した。2)、3)については選択式の回答用紙への記入を求めた。
3.5 調査結果と考察
(1) 小中学校休校の広報
広報内容の聞き取りにおいて、正答率が最も高かったのは、3 市ともに、A 組に提示した、小
中学校の臨時休校を伝える広報（表 2

[A]-04）で、三条市で 94%、平塚市で 92%、豊岡市で 97%

が正答であった（図 2 参照）。

三条市

94%

平塚市

92%

豊岡市

97%
0%

20%

40%

60%

80%

図 2 小中学校休校を伝える広報の聴き取り正答率
正答率が高かった要因としては、
・広報文が短い
・子供の安全と教育という関心度が高い，「聞きたい」内容である
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・聞き取るべき要点が、休校する」
、「休校しない」と簡潔である
・耳慣れない用語が少ない
などの理由が考えられる。なお誤回答には、「生徒は避難して下さい。」や「小中学校が避難所に
なりました。
」等があった。
(2) 「・・に匹敵する大雨」の広報
「・・に匹敵する大雨」という過去に水害をもたらした大雨を引用する表現は，2008 年 8 月の
東海地方豪雨の際に名古屋地方気象台が「2000 年 9 月の東海豪雨に匹敵する大雨」と発表し警戒
の呼びかけを行ったところ、自治体やテレビ局等のすばやい体制確立に寄与したとされるもので、
「リスクを気づかせる『トリガー情報』」として防災に有効であると評価されている

５）

。防災広

報でこの表現が伝わるか調べるため、B 組に対して「・・に匹敵する大雨」を含めた大雨洪水警
報発令の広報を提示したところ、三条市（平成 16 年 7 月に死者 9 名、被害世帯約 7,500 の洪水被
害をもたらした大雨を引用）で 69%が当時の大雨に匹敵することを記述する回答があり、豊岡市
（平成 16 年 10 月に死者 7 名、被害世帯約 9,000 の洪水被害をもたらした大雨を引用）で 84%が
選択回答で正解があり、洪水への警戒と避難を促すのに有効と思われる。なお、平塚市（平成 19
年 7 月の豪雨で人的被害 3 件、建物浸水被害 52 件の水害もたらした大雨を引用）では当時の大雨
に匹敵することを記述する回答が 35%にとどまった（図 3 参照）。平塚市の回答に当時の大雨に
匹敵することの記述が少なかったのは洪水被害の程度の大小が影響していることが考えられる。

三条市

69%

平塚市

35%

豊岡市

84%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

図 3 「・・に匹敵する大雨」の広報の聴き取り正答率
(3) 多数派同調バイアスを利用した広報
人には多数者の行動や意見の影響を受けて行動する傾向があるとされている。これは「多数派
同調バイアス」（majority synching bias）と呼ばれ，防災の分野では避難の判断を誤る要因として
論じられることが多い。しかし、避難する人が多数いれば避難行動を促す方向に作用することが
考えられる。この効用の事例として、東日本大震災の際に釜石市の小中学生が率先して避難する
様子を見た住民が後を追って避難したことが挙げられる。この多数派同調バイアスを避難に利用
した広報として、
「避難所に避難する人が徐々に増えてきています」という情報を加えた避難勧告
広報の聞き取りに対して、三条市では 68%、平塚市では 64%が「避難所に避難する人が増えてい
る」ことが記述されていた。このことから、「避難所に避難する人が増えている」は 64～68％の
人の印象に残り、避難を誘発する動機付けとなる可能性がある。なお、豊岡市では 90%が「避難
所に避難する人が増えている」回答を選択した（図 4 参照）。
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三条市
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豊岡市
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図 4 多数派同調バイアスを利用した広報の聴き取り正答率
(4) 避難勧告、避難指示の聞き取り
洪水の危険が高まるのに伴い、広報文に「避難準備情報」、「避難勧告」、「避難指示」のそれぞ
れの用語を使い分けたが、「避難指示」を「避難勧告」と聞き間違える回答が、三条市で 19%、
平塚市で 21%あった。また、「避難勧告」を「避難指示」と聞き間違える回答は三条市と平塚市
のどちらもなかった。これは、聞き手が避難を促す広報であることを理解している一方で、
「避難
勧告」と「避難指示」における危機の切迫性の違いが十分に理解されておらず、用語の区分に関
心が低いことが考えられる。なお、選択式回答の豊岡市では「避難勧告」を「避難指示」と間違
える回答も「避難指示」を「避難勧告」と間違える回答も 5%程度と低かった（図 5 参照）。

三条市

19%

平塚市

21%

豊岡市

5%
0%

10%

20%

30%

図 5 「避難指示」を「避難勧告」と聞き間違えた誤回答率
(5) 「避難命令」
前述の、避難勧告、避難指示の聞き取りにおいて、誤回答の中には「避難勧告」や「避難指示」
を「避難命令」と聞き違えた記述あった。これに関連し、洪水避難に対する意識アンケートで、
「洪水の危険が高まった際に、どの自治体でも、避難勧告や避難指示は出されますが、避難命令
は出されないということを知っていましたか。」という設問に対して、「知らなかった」という回
答が、三条市で 89%、平塚市で 92%、豊岡市で 70%あった（図 6 参照）。また、豊岡市での調査
において、避難命令が発令されると思っていた人の約 77%が避難命令の発令で避難すると回答し
た。
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図 6 「避難命令」が出されると思っていた人の割合
4 洪水時の避難に対する住民意識調査結果
洪水が発生した地域の住民が、どのような情報を得て、どのような避難行動を取ったか等につ
いて、山形県南陽市で平成 25 年 7 月 18 日と平成 26 年 7 月 9 日の 2 年連続で発生した洪水を対象
にアンケート調査１０）を行った。
4.1 調査対象洪水および自治体の対応
南陽市は防災行政無線の整備はなされておらず、避難勧告や避難指示等の連絡は、エリアメー
ル、市役所ホームページ、消防署・消防団・警察等の巡回、自主防災組織での電話リレー（市役
所→地区長（自治会長）→組長→各戸）などが用いられている。
平成 25 年の洪水では、浸水予想地区の地区全域に避難勧告を伝達した。しかし、実際の浸水範
囲は地区全域までは及ばず吉野川から離れた場所では被害は軽微であった。平成 26 年の洪水では、
避難勧告の伝達範囲を吉野川沿いの幅 50m の住戸に絞り込んだ。しかし、実際の浸水範囲はそれ
よりも広域であり、避難勧告が伝達されていない地域では突然洪水に襲われた形となり、自動車
の浸水被害等が多く発生した。
4.2 調査対象地区
アンケート調査は南陽市の吉野川沿いの市街地地区を対象に実施した。この市街地地区は昭和
42 年の羽越水害以来洪水はなく 47 年ぶりの洪水発生であった。調査対象は洪水の避難勧告のみ
が発令された地区とし、洪水の避難勧告と土砂災害の避難勧告が発令された地区は除外した。調
査票の配布は日本郵便の配達地域指定郵便（タウンプラス）を用い、返信封筒の郵送で回収した。
回収数は 1,291（回収率約 29.9%）であった。
主な質問事項は表 3 のとおりである。
表 3 平成 25 年・26 年洪水における山形県南陽市住民意識調査質問事項
 家族や同居人の年代別人数

【以下の質問は平成 25 年洪水と平成 26 年洪水それぞれにおいて】

 住居のタイプ（戸建、集合、階数）

 自宅の洪水被害と自宅以外

 居住年数
 洪水ハザードマップ上の住居位置
確認経験の有無
 自宅外洪水避難の経験回数
 自宅の地区

の洪水被害
 洪水へのそなえ
 防災情報を得るための行動
 避難準備情報～避難指示の

 避難を促す連絡等で印象に残
った文言
 自宅外に一緒に避難しなかっ
た家族
 自宅外避難したことの感想
 自宅に留まった理由

連絡
 洪水にそなえた避難行動
 自宅外避難を決断した理由
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4.3 アンケート調査結果と考察
(1) 自宅外避難
自宅外に避難した世帯数は、平成 25 年に 273 世帯、平成 26 年に 209 世帯であった。図 7 は自
宅外避難を決断した理由を避難世帯数に対する割合で示している。この図によると、区長や近隣
知人の避難勧誘、役所、消防、警察等の戸別訪問が高い割合を占めている。また、過去にない大
雨と感じたことも自宅外避難の決断に関わっていることがわかる。
はじめて自宅外避難を経験した時期については、平成 25 年が 206 人、平成 26 年が 41 人であっ
た。この 41 人を対象に、平成 25 年に自宅外避難をしなかった理由を調べたところ、自宅が洪水
の来ない場所にある（4 名）、洪水の予想が外れると思った（4 名）、避難先までの移動が危険と思
った（3 名）、避難勧告がなかった（2 名）、など様々であった。一方、平成 26 年に自宅外避難し
た理由を調べたところ、過去にない大雨と感じた（20 名）、区長や近隣知人の避難勧誘（17 名）、
役所、消防、警察等の戸別訪問（16 名）などであり、近年にない大雨であると認識することや対
面による避難勧誘が自宅外避難の決断に強く影響することがわかった。この 41 名の自宅外避難し
た感想は、避難してよかった（25 名）、避難は不要だった（10 名）であった。

12.1
14.8

避難勧告の電話

平成25年
273世帯

23.4
24.9

エリアメール

平成26年
209世帯

30.8
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役所・消防・警察等訪問
区長・近隣知人避難勧誘

46.9
8.4

過去の洪水経験から

53.5

24.4
26.7

過去にない大雨

37.8

9.5
10.5

家族の希望

27.8
24.9

家族の安全のため
8.8
7.7

その他
0.4
2.4

無回答
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

割合[%]

図 7 自宅外避難を決断した理由（グラフ内の数値は避難世帯数に対する割合）
(2) 洪水にそなえた準備と避難行動
洪水にそなえた避難行動を図 8 に示す。平成 25 年と平成 26 年を比較すると、自宅を離れて避
難した人と何の避難行動もとらなかった人が平成 26 年に減少し、自宅の 2 階や 3 階でやり過ごし
た人が増加している。これは、平成 26 年洪水時の避難勧告の伝達範囲が平成 25 年洪水の時より
も狭かったことが一因と考えられる。一方、洪水へのそなえは、図 9 に示すように、家財道具の
移動、懐中電灯や非常食の準備、自動車やオートバイ等の移動など何らかの行動をとった人が平
成 26 年は増加している。この増加は、平成 25 年の洪水の経験や大雨の印象が影響していると考
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えられる。

指定された避難所に
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無回答
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図 8 洪水にそなえた避難行動
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644
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無回答
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図 9 洪水へのそなえ
5 おわりに
全国の市町村 1,840 件（平成 19 年 2 月時点）を対象として住民向け防災広報の方法等に関する
アンケート調査を行い、防災行政無線を始めとする防災情報伝達方法の整備状況や運用状況、災
害時の広報事例等の実情等を知ることができた。また、新潟県三条市、神奈川県平塚市、兵庫県
豊岡市の住民を対象に洪水避難に関する防災広報内容の聞き取り調査等を行った結果、次のこと
がわかった。
 学校の休校の広報に対する正答率が最も高かったことから、文の簡潔さが重要である。
 「・・に匹敵する大雨」という過去に水害をもたらした大雨を引用する表現は洪水への警戒
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と避難を促すのに有効と思われる。
 「避難所に避難する人が増えている」のような多数派同調バイアスを利用した広報は避難を
誘発する動機付けとなる可能性がある。
 市町村が避難勧告、避難指示を明確に区分して伝えようとしても受け手である住民側に正確
には区分していない人がいる。
 「避難命令」が発令されると思っている人、避難命令が発令されたら避難しようと考えてい
る人が少なくない。
さらに、平成 25 年と平成 26 年に洪水のあった山形県南陽市の住民を対象に避難に関するアン
ケート調査をした結果、次のことがわかった。
 区長・近隣知人等からの避難の誘いや、役所・消防・警察等の戸別訪問で避難を決心した世
帯が多い。
 家財道具や自動車の移動、非常食の準備などの行動は洪水の経験や大雨の印象が影響する。
住民を対象とした防災広報の伝達に関するアンケート調査や洪水にあった住民を対象とした避
難に関するアンケート調査を数多く実施することにより、洪水時に有効な防災広報文章を作成す
るためのデータが蓄積できるものと考える。
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【第 20 回消防防災研究講演会】

自然災害時の救助活動に資する資機材の研究開発

消防研究センター

1

久保田勝明

背景
東日本大震災における津波浸水地域では火災や救助事案が多数発生した。これらの被災地域で

は、消防隊員が現場へ進入することが極めて困難であったことなどから、消火活動や救助活動が
難航した。
この教訓を踏まえて消防研究センターでは、津波災害や土砂災害、水害等の自然災害に対応す
る消防用の資機材の研究開発を行っている。本報告では、今後の救助資機材開発の参考としてい
ただくために、この研究開発を通じて得られたノウハウを提供する。
また、その具体例として東日本大震災直後より行っている、津波浸水域用の消防車両開発を紹
介する。
2

資機材の研究開発のポイント
救助資機材の研究開発の最重要ポイントは、
「消防職員にいかに使いたいと思わせるか！」

である。

消防機関における自然災害対応の資機材は、救助工作車や特殊災害対策車等に多数積載されて
おり、その全部を使い切るにはかなりの訓練が必要になってくる。この多数の資機材がある中で、
さらに新しい資機材を増やすということは、よほど既存の資機材より優れていて「消防職員が使
いたい！」と思わない限り、資機材を増やしても使われない可能性が高い。
従って、あった方が良い程度の資機材であれば、配備しても使われない可能性が高く、また最
初は使うがだんだん使わなくなる可能性がある。そこで、無いと困るぐらいのものを開発する必
要がある。
では、「無いと困る」というものを開発するにはどうすべきか！
1)

被災現場とユーザーの調査

2)

可能な限りローテクとする

3)

バックアップシステム

4)

人力で持ち上げられる

5)

開発途中でのユーザーへの意見聴取

6)

訓練の重要性

の６つである。それでは、各項目を順位に従って解説をする。
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2.1

被災現場とユーザーの調査
被災現場に関しては、災害種別に応じてその特性が変わってくる。研究開発する上で当
たり前のことであるが、開発する資機材を使用する被災現場およびユーザーを徹底的に調
べる必要がある。
例えば、地震被災地においては、建物が崩れた場所、土砂が崩れた場所、道路が崩壊し
た場所などがある。また、津波が発生すればこれに加えて、海水により浸水した場所があ
り、津波により破壊された建物や家財、自動車等が堆積している。また、海水中には様々
な浮遊するガレキ（船外機に絡みつくひも等）がある。また、降雨による土砂災害では、
流された木材や土砂などが堆積している。できる限り、これらの被災地に自ら足を踏み入
れ、そのガレキの形状などを体で感じることが重要である。
ユーザー調査では、その資機材を使用する消防職員が、現場でどのように使うかはもち
ろん、その資機材の保管方法、訓練方法、メンテナンス、現場までの輸送方法、コストな
どについても調査する必要がある。例えば、現場で是非ほしいという資機材を開発しても、
それを常に使うようにするために、かなりのメンテナンスの手間と費用が必要であるとい
うことになれば、導入することが難しい状況になる。

2.2

可能な限りローテクとする
災害の現場では、極端な表現かもしれないが、開発した資機材が現場で故障した場合に
「たたけば直る」程度のローテクを用いた方が良いと考える。その理由として、ローテク
機器は故障しにくく、万が一故障したとしても場合によってはその場で直せる可能性もあ
る。一方、ハイテク機器は泥や水があるような過酷な環境では故障しやすいのと、故障し
た場合その場では修理することが難しい。
ただし、これらの悪環境を想定して開発された資機材（アウトドア用の GPS 機器等）の
使用や、劣悪な環境ではない指揮本部においては、これら精密機器を使っても問題ない。

2.3

人力で持ち上げられる
これから進入する被害現場の足元がどのような状況になっているかわからないことが多
いため、いざ資機材がガレキにはまってしまっても抜け出せるよう、人力で持ち上げられ
る重量までとすることが望ましい。
人力で持ち上がらない場合は、足元の進入路を確保してから重機などで搬入することに
なるので、救助開始までに時間がかかることを考慮する必要がある。

2.4

バックアップシステム
救助活動は普段訓練をしているとはいえ、災害現場はそれぞれ異なる環境となるので、
予期せぬことが起きる可能性がある。そのため万が一資機材が使えなかった場合に備えて
バックアップシステムを考慮しておくことが重要である。
また、誤操作・誤動作による障害が発生した場合、常に安全側に作用するようにしてお
くことも重要である。
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2.5

開発途中でのユーザーへの意見聴取
資機材のプロトタイプがある程度でき上がった段階では、必ずユーザーに試しに使って
もらい、意見を聞く必要がある。この場合のユーザーとは、管理職や有識者だけではなく
現場でこの資機材を使う隊員にも意見聴取すべきである。
時には研究開発者は、自分が知っている手段ややりたいこと優先してしまう傾向がある。
これでは、せっかく現場のために開発したのに、いざ使ってもらおうとしても使えないも
のになっている可能性が高い。研究開発は、被災現場やユーザー調査の段階で明らかにな
った課題を解決することを第一目的として進めるべきものである。

2.6

訓練の重要性
救助用の資機材は、どちらかと言うと使い方を誤るとけがをする可能性があるものが多
い。特に今まで使ったことのない物は、安全に使うためにも訓練が必要である。また、正
確な使用方法を伝えることにより、その資機材の効果を十分理解するので、隊員自らが現
場で使ってみたくなるようになることも期待できる。

3
3.1

研究開発事例

津波被災地用消防車両の紹介

被災現場とユーザー調査
津波被災地用消防車両の研究開発においては、まずは津波ガレキの形状を調査した。津
波に関して全くの素人であった筆者は、津波によりガレキがどのように堆積するかから調
査を行った。津波の水力学の分野での津波の水流に関する研究や津波による建物の破壊メ
カニズムに関する研究はあったが、残念ながら津波によりガレキがどのように堆積するか
に関しては、既存の研究事例を見つけることができなかった。そこで、東日本大震災の津
波被害地の写真の調査と、模擬的に作成した津波被害模型（写真 1）を作成し、その形状を
明らかにするところから研究を行った。
模型実験の結果、津波ガレキの堆積状況について明らかになったことを図 1 に示す。津
波ガレキは均一に堆積するのではなく、金属や自動車などの比重が重く大きなものの周辺
に、固まって堆積する可能性があること等を把握した。そのため、このガレキを走破する
には木材のみではなく、金属などのかたい鋭利な堆積物の上部を走行する可能性があるこ
とが判明した。

写真 1 津波被害のモデル実験

図 1 津波ガレキの堆積状況（木材金属混在）
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また、東日本大震災の津波被害現場において救助を行った消防本部にヒアリングしたところ以
下の結果を得た。
消防本部からの要望
・水上がれきを乗り越えるもしくは啓開する性能
・がれきにはまっても人力で引っ張り出せるように小さいもの、小回りが利くもの
・普段でも使えるもの
・メンテナンスが容易なもの（特殊車両はメンテナンスに費用がかかる）
・運搬が容易なもの
・職員の安全も考慮してほしい
3.2

可能な限りローテクとする・人力で持ち上げられる
前項の津波ガレキの状況を踏まえ、ここを走破する車両の選定を行った。本研究では走
破するための車両開発を一から行うと、その開発期間及び開発費は膨大となるため、既存
車両の中から適切なものを選定し、それを消防用車両へ改造することとした。
選定した車両は、可能な限りローテクで、人力で持ち上げられる水陸両用車として、カ
ナダの ODG 社製の水陸両用バギー（ARGO 750HDi）とした（写真 2）。この車両は、ボ
ディサイズ L3020×W1525×H1170 と軽自動車とほぼ同じサイズで、乾燥重量 600kg である。
そのためガレキにはまったとしても、消防職員 10 名いれば脱出可能である。
選定した水陸両用バギーは、ガソリンエンジンからチェーンで直接タイヤを駆動させて
おり、車体を回転するのは一方の４輪のタイヤを止める方法で行う。サスペンションは無
くタイヤの空気圧を下げてクッション性能を保持している。水上では本体がボートのよう
に浮き、タイヤの溝で水をかきながら水上を航行する。
陸上での走行スピードは最高でも 32km/h と、普通乗用車に比べ遅いが、被災現場のよう
に車両の下にどのような障害があるかわからないところでは、スピードを数 km/h 程度しか
出すことができないので、この最高スピードで十分であると判断した。また、小型特殊自
動車としてナンバーを取得することもできるため、公道走行(最高速度 15km/h)が可能であ
る。消防署から被災現場へ行くときは、自力走行では時間がかかるため、水陸両用バギー
を搬送する車両に搭載して移動する。

写真 2 水陸両用バギーARGO
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3.3

バックアップシステム
選定した水陸両用バギーを消防仕様に変更する上で、最も大きなポイントはパンク対策
であった。この水陸両用バギーは、平成 26 年度から計 19 の消防本部に配備されている、
その配備直後の平成 26 年 8 月に広島土砂災害が発生し、岡山市消防局と島根県の江津邑智
消防組合の水陸両用バギーを担当する部隊が、緊急消防援助隊として現場に派遣され水陸
両用バギーが使用された。この時は、主にふもとの指揮本部から斜面上の土砂災害現場へ
人員や資機材搬送を行った。
この活動中に岡山市消防局の水陸両用バギーがパンクした（写真 3）
。研究開発当初から
パンクの懸念があり、対策としてタイヤの中にウレタンを入れてパンクしても 72 時間走行
可能なタイヤを試作していたため（写真 4、写真 5）急きょ広島の現場に出向きそのタイヤ
に交換した。
この教訓を通して、パンクした時のバックアップ体制の重要性を再認識した。交換用の
予備のタイヤは事前に用意してあったのだが、災害現場で交換することは困難であったた
め、バックアップとしてパンクしても走行可能なタイヤの必要性を認識した。

写真 3 水陸両用バギーのパンク(左前輪)

写真 4 ノーパンクタイヤの開発
(タイヤの中にウレタン充填)

写真 5 パンク状態で可能

バックアップでもう一つ重要視したことがある。この水陸両用バギーの消防仕様（写真
6）は、消火用の可搬ポンプ及び放水銃や人員搬送用のストレッチャーのユニットを搭載し
ている。これらのユニットの取付金具は、比較的小さな部品でそれを現場で紛失すること
が想定される。これは混乱した災害現場では避けられないことである。取付金具に紛失防
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止装置として「ひも」をつけて、急いで外しても紛失しないようにしたことと、さらに取
付金具を可能な限り同一の物とする２つの対策を取った。このようにしておけば、予備の
金具を工具キットの中に常備することにより、万が一紛失してもその予備をどこでも代替
品として使用可能な状態としている（写真 7）。
これにより混乱した災害現場においても、資機材を有効に使用することが可能となる。

紛失防止器具

ユニット取付金具

写真 6 消防仕様の水陸両用バギー
3.4

写真 7 ユニット取付金具の紛失防止器具(金具は統一)

開発途中でのユーザーへの意見聴取
プロトタイプが完成した時点で、東日本大震災の被災消防本部及び緊急消防援助隊で活
動した消防本部へ出向き、その有効性について検証を行った（写真 8、写真 9）。その結果、
大方の開発方向性は問題ないとの認識であったが、3.3 バックアップシステムで示した、パ
ンクの懸念や取付金具の紛失などについて意見が聞かれたので、その対策をとることとな
った。これらの対策は非常に細かなことではあるが、この対応を怠ると、どんなに良いも
のでも、使っているうちに使い勝手が悪いものとなってしまい、そのうち使わなくなる可
能性が高い。是非、研究開発を行う段階でこの点も気をつけていただきたい。

写真 8 消防本部での検証実験（水上消火）
3.5

写真 9 消防本部での検証実験（救助）

訓練の重要性
水陸両用バギーの配備を行った直後に、消防研究センターにおいて訓練を行った。基本

- 156 -

第64回全国消防技術者会議資料（平成28年11月16日・17日）

的な操作訓練（急ブレーキや 8 の字走行）、不整地走行、泥ねい地走行、水上航行（写真 10）
などの訓練を行った。それまでの実証実験では、運転者は運転していると楽しくなりどん
どんスピードが上がっていき危険な運転になっていく傾向にあった。特に消防職員はその
傾向が強かった。そこで、訓練においてスピードを上げすぎない操作の重要性を講義した。
この水陸両用バギーは、今後災害現場で活躍することが期待されている中で、一度でも
負傷事故が発生すると使われなくなってしまう可能性がある。そのため、事故を起こさな
いよう安全管理を徹底した。

写真 10 導入前訓練(場所 消防研究センター)
4

活動実績
最後に、この研究成果を生かした、水陸両用バギーの実災害での活用状況を紹介する。
平成 26 年 8 月に発生した広島市の土砂災害現場では、土砂に埋もれた道路やガレキ上を走行し、

人員や資機材搬送を実施した（写真 11）。

平成 27 年 9 月に発生した常総市の水害においては、

水没した家屋に取り残された方の救助に使用した（写真 12）。平成 28 年 4 月の熊本地震において
は、南阿蘇村の土砂崩れ現場において、車両通行が困難な場所において人員搬送や資機材搬送を
行った（写真 13）。

写真 12 茨城県常総市水害（H27.9）

写真 11 広島土砂災害（H26.8）
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写真 13 熊本地震（H28.4）
5

最後に
本投稿では、消防用の資機材開発におけるポイントについて述べさせていただいた。今後災害

現場用の資機材開発を行う方の参考になれば幸いである。
また、水陸両用バギーの研究開発にあたり現場活動の調査や災害現場などの写真提供にご協力
いただいた多くの消防機関の方々、また技術開発に関連する知見をご教授いただいた民間企業の
方々に感謝申し上げます。
今後、本投稿を参考として救助資機材に関する研究開発が進み、さらに多くの人命が救われる
ことを祈りたいと思います。
以上
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